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議第６８号  

 

臨時代理の承認を求めることについて（議会の議決を経るべき議案に対する意見

の申出） 

 

福山市教育長に対する事務委任等に関する規則（平成２９年教育委員会規則第２号）第

３条第１項の規定により，議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出について別紙の

とおり臨時に代理したので，同条第２項の規定により，報告し，承認を求める。 
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（別紙） 

 

   議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出について 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規

定により，議会の議決を経るべき次の議案について，市長から意見を求められたので，同

意する旨回答する。 

 

  

 １ 令和元年度福山市一般会計補正予算（第４号）（教育委員会関係分） 

 ２ 福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正について 

 ３ 福山市立幼稚園の保育料等に関する条例の一部改正について 
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１ 令和元年度福山市一般会計補正予算（第４号）（教育委員会関係分） 

 

【歳入】  総額 1,846,526 千円  

 

１ 国庫支出金 967,706 千円 

区 分 充当先事業 金額(千円) 

校内通信ネットワーク 

整備費補助金 

小学校・中学校・中高一貫校 
学校建設費 

875,000 

小中学校耐震改修費等交付金 

小学校 学校建設費 
（外壁改修工事 ５校） 

 70,000 

中学校 学校建設費 
（外壁改修工事 ２校） 

 22,706 

 

２ 県支出金 △7,000 千円 

区 分 充当先事業 金額(千円) 

部活動支援事業費補助金 部活動支援事業費 嘱託職員報酬 △7,000 

 

３ 繰入金 △5,400 千円 

区 分 充当先事業 金額(千円) 

教育環境整備基金繰入金 学校図書館環境整備事業費 △5,400 

 

４ 繰越金 20 千円 

区 分 充当先事業 金額(千円) 

繰越金（前年度寄附金） 図書館 図書等整備費 20 

 

５ 諸収入 5,400 千円 

区 分 充当先事業 金額(千円) 

学校図書館環境整備事業助成金 学校図書館環境整備事業費 5,400 

 

６ 市債 885,800 千円 

区 分 充当先事業 金額(千円) 

義務教育施設整備事業債 

小学校 学校建設費 
（校内通信ネットワーク整備，外壁改修工事等） 

 614,000 

中学校 学校建設費 
（校内通信ネットワーク整備，外壁改修工事等） 

 250,800 

中高一貫校整備事業債 
中高一貫校 学校建設費 
（校内通信ネットワーク整備） 

21,000 
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【歳出】  総額 1,851,020 千円  

 

１ 国の補正予算分        1,750,000 千円 

区 分 補正の概要 金額(千円) 

小中学校等 

校内通信ネットワーク整備 

小学校 ６６校，鞆の浦学園  1,156,000 

中学校 ２８校  552,000 

福山中・高等学校  42,000 

 

２ 公共事業等の追加，又は整理に伴うもの  113,000 千円 

区 分 補正の概要 金額(千円) 

小学校 施設維持改良費 
外壁改修（国庫補助事業） 

千田，春日，宜山，竹尋，道上 
210,000 

中学校 施設維持改良費 
外壁改修（国庫補助事業） 

幸千，培遠 
68,000 

小中学校 校舎改修費 執行残の整理 △165,000 

 

３ 寄附金対応               20 千円 

区 分 補正の概要 金額(千円) 

図書館 図書等整備費 ばらのまち福山応援寄附金 ２件 20 

 

４ その他              △12,000 千円 

区 分 補正の概要 金額(千円) 

部活動支援事業費 指導員の減 △12,000 

 

【繰越明許費】    5 件     2,297,400 千円  

 

区分 費  目 事 業 名 金額(千円) 

追加 

（小学校・中学校・中高一貫校）

学校建設費 
校内通信ネットワーク整備事業 1,750,000 

(小学校)学校建設費 校舎整備事業 14,400 

(小学校)学校建設費 施設維持改良事業 365,000 

(中学校)学校建設費 義務教育学校整備事業 100,000 

(中学校)学校建設費 施設維持改良事業 68,000 
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○補正等予算額 

 歳出                              （単位：千円） 

款 項 補正前予算額  補正予算額 補正後予算額 

教育費 教育総務費 2,102,456 △ 12,000 2,090,456 

 小学校費 6,092,975 1,271,000 7,363,975 

 中学校費 3,195,537 550,000 3,745,537 

 中高一貫校費 564,798 42,000 606,798 

 社会教育費 528,527 20 528,547 

    

教育委員会関係分 計 14,039,337 1,851,020 15,890,357 
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２ 福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正について 

 

（１）改正理由 

 公立の義務教育諸学校等における働き方改革を推進するため，公立の義務教育諸学校等の教育

職員の給与等に関する特別措置法の一部が改正され，文部科学省が策定した「教育職員の業務量

の適切な管理等に関するガイドライン」が法的根拠のある「指針」に格上げされたことに伴い，

本市においても当該管理等の実効性を高めるため，所要の改正を行う必要がある。 

 

（２）改正内容 

１ 福山市立高等学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を

図るための措置については，公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

（昭和４６年法律第７７号）第７条の規定に基づき，教育委員会の定めるところにより行うも

のとするもの。     （第 7条関係） 

２ その他規定の整理を行うもの。 

 

（３）施行期日 

 ２０２０年（令和２年）４月１日 
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議第  号 

   福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正につ 

いて  

条例第  号 

   福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を改正す 

る条例 

 福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和４６年条例第６８号

）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「昭和４６年法律第７７号」の次に「。以下「給与等特別措置法」という。」

を加え、「及び第６条」を「、第６条及び第７条」に改める。 

 第６条中「この項」の次に「及び次条」を加え、同条の次に次の２条を加える。 

 （高等学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針に基づく措置等） 

第７条 高等学校の教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維

持向上に資するため、高等学校の教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間におい

て行う業務量の適切な管理その他高等学校の教育職員の健康及び福祉の確保を図るため

の措置については、給与等特別措置法第７条に規定する指針に基づき、教育委員会の定

めるところにより行うものとする。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会

規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

  ２０２０年（令和２年）  月  日提出 

 

                         福山市長 枝 廣 直 幹    
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３ 福山市立幼稚園の保育料等に関する条例の一部改正について 

 

（１）改正理由 

２０２０年度（令和２年度）の組織整備により，市立幼稚園の保育料等の徴収等に関する

事務を市長の事務部局で執行することに伴い，所要の改正を行う必要がある。 

 

（２）改正内容 

１ 条例の施行に関し必要な事項を，市長が規則で定めることとするもの。  

（第 6条関係） 

２ その他規定の整理を行うもの。 

 

（３）施行期日 

２０２０年（令和２年）４月１日 
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議第  号 

   福山市立幼稚園の保育料等に関する条例の一部改正について 

条例第  号 

   福山市立幼稚園の保育料等に関する条例の一部を改正する条例 

 福山市立幼稚園の保育料等に関する条例（平成２７年条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

第６条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 

附則第２項から第４項までを削り、附則第１項の見出し及び項番号を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

  ２０２０年（令和２年）  月  日提出 

 

福山市長 枝 廣 直 幹 
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議第６９号 

 

福山市立幼稚園の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部改正について 

 

 福山市立幼稚園の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部改正については，

別紙のとおりとする。 

 

 

○改正の概要 

（改正理由） 

２０２０年度（令和２年度）から福山市立小学校，中学校，義務教育学校の夏季休

業期間を短縮することに伴い，７月３１日までの給食提供が可能となったことを受け，

集団保育の場を提供する期間を広げ，幼児教育・保育のより一層の充実を図るため，

所要の改正を行うもの。 

 

（改正要旨） 

 市立幼稚園における夏季休業日を８月１日から８月３１日までとするもの。 

（第７条関係） 

 

（施行期日） 

２０２０年（令和２年）４月１日 
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（別紙） 

 

教育委員会規則第  号 

福山市立幼稚園の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部を改正する規則 

福山市立幼稚園の管理及び学校教育法の実施に関する規則（平成１４年福山市教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改正後 現行 

（休業日） （休業日） 

第７条 休業日は、次のとおりとする。 第７条 休業日は、次のとおりとする。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 夏季休業日 ８月１日 から８月３１日まで （４） 夏季休業日 ７月２１日から８月３１日まで 

（５）～（７） （略） （５）～（７） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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議第７０号  

 

市長の職務権限に属する事務の委任及び補助執行にかかる協議について 

 

市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任し，又は教育委員会の事務を補助す

る職員に補助執行させることについて，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０

条の２の規定により市長から別紙のとおり協議があったことについては，これを承諾する

旨を回答する。 

-12-



-13-



議第７３号 

    

福山市学校施設長寿命化計画の策定について 

 

 本市における学校施設整備に係る基本計画として，福山市学校施設長寿命化計画を

次のとおり定める。 

 

１ 趣旨 

学校施設は，未来を担う子どもたちが集い，生き生きと学び，生活をする場であ

るとともに，地域住民にとっては生涯にわたる学習，文化，スポーツなどの活動の

場であり，災害時には避難先としての役割も果たす重要な施設である。  

本市では，高度経済成長期に集中して整備した学校施設の老朽化が進み，今後，

大規模な改修や建替えが集中することとなる。  

本計画は，こうした状況の中，中長期的な維持管理・更新に係るトータルコスト

の縮減及び予算の平準化を図りつつ，求められる機能や性能の確保も併せて行うこ

とで，めざすべき学校施設の実現に取り組むことを目的として策定する。  

 

２ 計画期間 

２０２０年度（令和２年度）から２０５９年度（令和４１年度）までの４０年間

とし，５年毎に見直すものとする。  

 

 

〇福山市学校施設長寿命化計画【別冊資料】 
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（参考） 

福山市学校施設長寿命化計画（案）に係るパブリックコメントの結果について 

１ 公表した案 

  福山市学校施設長寿命化計画（案） 

２ 公表の場所 

福山市ホームページ，教育委員会管理部施設課，市政情報室，松永支所松永地域

振興課，北部支所北部地域振興課，東部支所東部地域振興課，神辺支所神辺地域

振興課，鞆支所，内海支所，沼隈支所，芦田支所，加茂支所，新市支所，走島分

所，内浦分所，山野分所，広瀬分所，熊野分室，水呑分室，中部生涯学習センタ

ー，南部生涯学習センター，各公民館・交流館，各コミュニティセンター・コミ

ュニティ館 

３ 意見の募集期間 

２０１９年（令和元年）１２月１６日（月）から 

２０２０年（令和２年） １月２０日（月）まで ３６日間 

４ 意見募集の結果 

（１）提出数   ２通 

（２）意見の件数 ２件 （内訳：市の考え方を説明するもの ２件） 

番号 意見要旨 市の考え方 

1 

 ４ページの「１ 安心・安

全な施設環境の整備」におい

て，学校施設は災害発生時の

緊急避難場所としての役割を

担う施設という旨が記述され

ている。高齢者や障がい者に

とっても利用しやすい施設整

備が必要と思うので，バリア

フリー法に基づいた施設整備

に努めるとの表記が必要では

ないか。 

 バリアフリー化の推進については，４ページ

の「２ 健全育成のための教育環境の整備」に

おいて「児童生徒が障がいの有無に関わらず，

安全かつ円滑に学校生活を送ることができるよ

う，バリアフリー化を推進していくことが必要

です。」と記載しているほか，４６ページの第

４章第１節の「２ 学校施設整備の基本方針」

において「児童生徒や住民等，利用するすべて

の人が安全で使いやすい学校施設とするため，

バリアフリー化を推進します。」と記載してお

ります。 

 今後，建替えや大規模な改修の際には，建物

のバリアフリー化や多目的トイレの設置など，

ユニバーサルデザインに留意した施設整備に努

めてまいります。 

2 

 私の住む地域では人口減

少が進み子どもも減ってき

ている。施設の長寿命化は

必要と考えるが，地域の人

口減少対策についても同時

に進めていただきたい。 

 地域の人口減少対策については，地域の特色

に応じた振興策の実施はもとより，教育環境の

充実など未来を担う子どもたちへしっかりとし

た投資も行っているところです。 

 また，全市的に進む人口減少社会を見据え，

市内企業や地域団体と連携した，実効性と継続

性を兼ね備えた対策にも注力しているところで

す。 

 引き続き，一人一人の学びを大切にし，子ど

もたちにとってより良い教育環境となるよう取

り組んでまいります。 
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議第７４号 

 

特認校の名称について 

 

 小中施設一体型の特認校の名称並びに小学校及び中学校の名称を，次の候補の中から選考

する。 

 

【名称候補及び準備委員会委員の主な意見】 

名称候補 

主な意見 

特認校 小学校及び中学校 

広瀬
ひ ろ せ

高原
こうげん

学園
がくえん

 
広瀬高原小学校 

広瀬高原中学校 

・広瀬の高原の風に吹かれ，自然の恵みの

中で伸び伸びと学び，育ってもらいた

い。 

・高原のさわやかなイメージ。 

・「広瀬」を名称に入れたい。 

広瀬
ひ ろ せ

学園
がくえん

 
広瀬学園小学校 

広瀬学園中学校 

・「学園」がつくことで，小学校と中学校

に一体感を持たせたい。 

・「広瀬」を名称に入れたい。 

・なじみやすい。 

広瀬
ひ ろ せ

自然
し ぜ ん

学校
がっこう

 
広瀬自然小学校 

広瀬自然中学校 

・自然豊かなことがイメージできる。 

・自然にふれながら教育できる広瀬ならで

はの名前。 

・「学園」よりも「学校」の方が良い。 

 

【検討の経過】 

 ○第１回準備委員会（２０１９年（令和元年）１０月１７日開催） 

   新しい学校づくりに地域の意見を反映させるため，広瀬学区の地域住民，児

童生徒，保護者及び教職員を対象に，校名アンケートを実施することにした。 

 

 ○第２回準備委員会（２０２０年（令和２年）１月１７日開催） 

校名アンケートで出された候補の中から，準備委員会委員が所属する各団体

（地域，小学校，中学校）で絞りこんだ９件について，委員の投票により３件に

絞り，教育委員会会議に提案することにした。 
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